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　最近、面白い研究が紹介されました。1日7時間睡
眠をとる人が最も長生きで、それ以上長くても短く
ても寿命は短くなるとのことです。また、受験戦争時
代には4当5落の言葉もありましたが、健康を維持す
るためには1日5時間以上の睡眠が必要だそうです。
では、なぜ人間は眠るのでしょうか？ 脳の疲労をと
るため、頭の整理をするため、体の疲労をとるため、
さらに子供では成長するために必要とされています。
人間だけではなくほとんどの生物が眠りを必要とし
ます。イルカは泳ぎながら脳の半分ずつを眠らして
いるそうです。
　眠りがうまくできないとどのようになるのでしょう
か？集中力、注意力の低下、創造性の低下や意欲の
低下、身体回復機能の低下、生活習慣病の増加、免
疫力の低下などさまざまな悪影響が生じてきます。
睡眠が悪くなると大人の場合には昼間にうたた寝
をすることが多くなりますが、子供の場合には学習
能力低下の形で現れてきます。また、身長の伸びが
悪くなることもあります。

　眠れなくなる原因はたくさんあります。外が騒が
しいとか寒い、暑いなどの環境的なものや、薬剤の
副作用によるものもあります。また、病気としてはう
つ病などの精神疾患、かゆみなどの皮膚疾患や痛み
も睡眠障害の原因となります。睡眠時無呼吸もその
一つです。
　睡眠時に断続的に呼吸が止まる睡眠時無呼吸は
小児ではアデノイド、扁桃肥大の合併症として認め
られますが、高度の肥満児においても認めることが
あります。成人では男性に多く、肥満や顎の小さい
人は要注意です。1日でも早く睡眠障害の原因を見
つけ、対策をとり、できるだけ良い睡眠をとることが
必要です。睡眠障害は悪循環になりやすく、無呼吸
の場合を除き大人の場合は薬剤を使用してでも、ま
ずは睡眠をとることが重要です。
　最近多くなっている子供たちの睡眠障害の原因
はいわゆるメディア依存症で、ケータイ電話、インタ
ーネット、電子ゲームなどを長時間続けることで脳は
疲労し、寝る時間が遅くなり、朝起きることができな
くなるケースが激増しています。睡眠障害だけでは
なく通常の生活が困難となり、不登校につながって
いく場合もあります。子供たちの育つ環境はメディア
を中心に激変しており、子育ては大変ですが、せめて
よい睡眠ができるよう注意していくことが大事だと
思います。まずは早寝、早起きです。

副院長（小児科）
本家　一也

睡眠の大切さについて

最終回
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　このコーナーは、地域住民の医療を担って
いる加賀市の開業医の先生方を紹介するコー
ナーです。今回は、当院もお世話になっている
加藤文彦先生をご紹介いたします。

箱宮クリニック
加藤　文彦
加賀市箱宮町タ14-1
0761-75-8881
内科、 循環器科、 呼吸器科

名　称
院　長
所在地
電　話
診療科
診察日

木曜日・土曜日午後、 日曜日、 祝日休診日

9：00～12：30

14：00～16：00

16：00～18：00

診療時間 土金木水火月

院長
先生

の

コメ
ント

　2007年10月より加賀市箱宮町で開業して
います加藤です。
　2002年4月から2006年3月まで石川病院
にて勤務しておりました。専門は循環器内科
ですが、勤務時代は呼吸器内科の常勤医が不
在となった時期でもあり、呼吸器疾患の入院
患者さんも受け持たせてもらいました。
　医師に成り立ての頃は、心筋梗塞や心不全
その他諸 「々発症してしまった病気の治療」を
行うことが多かったです。受け持った患者さん
が病気を再発したり、重症化してしまうことも
あり、外来では通院してくれている患者さんを
いかに「病気の再発や再入院など無くコント
ロールしていく」ことが大切でした。
　現在では、重篤な疾患を発症しないように
予防に努めることが大切だと思っています。開
業した以上は転勤もなく、地域の患者さんと

何十年かの関係を築き、皆さんが病気に苦し
むことの無いよう少しでも健康維持できるお
手伝いをしていけたらと思っています。
　開業してからは、当院では実施することが
出来ない胃カメラ、大腸カメラ、CT、MRIなど
の検査や、入院しての治療が必要な場合に石
川病院にお世話になっております。（もちろん、
当院の立地条件から患者さんの希望で、他の
病院にお世話になることもあります）。
　石川病院が長期間ではありましたが、加賀
市民病院、山中温泉医療センターでも勤務さ
せて頂いた事がありまして、各病院の先生方、
スタッフとは面識のある方も多く、今後も密な
連携を取らせて頂けたらと思っております。
　現在のように医療が進歩した状況では、初
期治療はともかく、何でも自分で治療すること
は難しいです。自分で行える範囲をしっかりわ
きまえることが大切で、手に負えない部分は助
けて頂かなくてはなりません。各病院診療所、
それぞれの特色や得意分野など有り、それら
を踏まえて患者さんにとって一番の選択が出
来るように心がけたいと思っております。

訪問診療 訪問
診療
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トピックス

わく・ワーク職場体験を受け入れて
1病棟看護師長　魚野　浩美

　7月27日から3日間、片山津中学の2年生の
女子生徒2名の職場体験を受け入れました。
　中学生の段階で将来つきたい仕事はなか
なか決められませんが、体験に来た生徒は医
療関係に携わった仕事に就きたいという思い
から、今回石川病院を体験の場に選んでくれ
ました。
　体験してもらった内容は、院内で働くいろい
ろな職種の仕事を見学し、資格取得への道を
それぞれの専門職の方から説明してもらいま
した。また病棟では、患者さまの協力も得て、
入浴や更衣を手伝わせていただいたり、洗髪
後、頭髪をドライヤーで乾燥したりと看護の体
験もしてもらいました。
　体験後の生徒からは、「病院にこんなにたく
さんの種類の仕事があるとは思わなかった。
患者さんのために、いろいろな役割を分担し
てやっていることに驚いた。患者さんから『あ
りがとう』と言われてとても嬉しかった。」など
の感想がありました。
　人の役にたった実感と、感謝の気持ちを感
じたり、伝えたりすることの大切さや、社会の
しくみ、職業に就くとはどういうことか等多く
のことを感じてもらえたようでした。また、私自
身も今回の職場体験の協力を患者さまや職
員に依頼したところ、みなさんに快く受けてい
ただいことに本当に感謝の気持ちで一杯にな
りました。今後、多くの学生がこの医療界に関
心を持ってくれることを願いたいと思います。
本当にありがとうございました。

ドキドキ…
どんな仕事が
あるのかな…

うまく
できてるかな?
緊張する～

いろんな
役割分担が
あるんだ～
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栄養管理室だより 栄養管理室長　浅井　慎悟

石川病院給食の“カイゼン”を目指して
　入院患者さんにとって病院食は治療の一環
でもあり、また入院生活における唯一の楽しみ
でもあります。しかしながら入院生活は苦痛を
伴う治療や、自身の病状の為に精神的にも落
ち込み、食欲にも影響が出てしまうことがあり
ます。このような事を踏まえ、当栄養管理室は
入院患者さんから“生の声”を聞くべく、調理
師による初の病室訪問＆食事アンケート調査
を行いました。
　そして今回、寄せられた多くの意見を基に栄

調理師による病室訪問＆食事アンケート調査

食事アンケート集計及び栄養管理室給食ミーティング

｢地産地消｣献立の試作会

養管理室給食ミーティングを開き、今後、取り
組むべき課題について話し合いを行いました。

　上記のように患者さんからの貴重な意見を
今後も定期的に取り入れ、実際の業務に反映
させていきます。これからの石川病院栄養管
理室にご期待下さい。

❶

❷
❸

地産地消・行事食メニューの採用及び患者さ
んへのアピール
朝食献立・麺類献立の充実
スイーツ及び飲み物のワゴンサービスの実施



第32号 平成23年10月たこうまつ

薬剤科だより 薬剤科長　山田　　茂

「お薬手帳」について

　調剤薬局へ処方せんを持参すると「お薬手
帳」をお持ちですか？と薬剤師から尋ねられる
ことがあると思います。 
　「お薬手帳」とは日本国内において調剤薬
局や医療機関にて調剤された薬の服用歴を     
まとめた手帳のことです。あなたが今までに服
用したお薬の名前や飲む量、効果そして過去
に経験した副作用などを継続的に記録するた
めの手帳です。
    

   
他の病医院・診療所・歯科医院にかかった時
にこの手帳を医師・歯科医師に見せること
で薬の重複（同一成分で商品名の違うも
のや、同効薬など）や悪い飲み合わせ(相互
作用）を回避することができます。
薬品アレルギー歴のある薬や副作用が出
たことがある薬が投与されるリスクを回避
することができます。
外出時に急な事故に遭った時など、この手
帳を携行することで服用している薬の内用
がわかり医療機関による処置が容易になり
ます。

「お薬手帳」とは?

　病医院・診療所・歯科医院、調剤薬局へ行っ
た時は必ず医師、歯科医師、薬剤師に見せまし
ょう。そうすることにより重複投与や相互作用
を防止できます。
　「お薬手帳」は調剤薬局にて無料でもらう
ことができます。
　「お薬手帳」への薬の内容の記載には所定
の料金がかかります。

　あなたに処方されたお薬のことをより理解
し、安心して薬物治療を受けていただけるよう
「お薬手帳」ご利用ください。

どのように使うのでしょうか?「お薬手帳」の役割とは?

❶

❷

❸
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職 員 紹 介
  当院に勤務している職員の自己紹介コーナーです。

 リハビリテーション科（作業療法士）

水谷　優希

　こんにちは、事務の岸本  英祐（きしもと  えいす
け）です。石川病院にきて４年経ちました。今更自己
紹介も何ですが、隣の小松市出身です。片山津地区
はあまり詳しくなく、見て回りたいところもあるので
すが、機会に恵まれず時間が過ぎています。
　さて、病院の事務と聞いてどのような仕事をして
いるのかと疑問に思われる方もいらっしゃると思い
ますが、病院には、医師や看護師、薬剤師など様々な
職種の人たちが働いていて、事務の仕事は、そのよ
うな現場のスタッフが安心して仕事ができるようサ
ポートすることで、よく「縁の下の力持ち」などと呼
ばれたりもします。
　具体的には、物品の調達に関することや、職員の
給与・福利厚生に関すること、経理に関すること、な
ど様々あり、私は主に職員の給与を担当していて、普
段は２階の事務所にいますが、たまに病棟や外来の
作業で力仕事をしているので皆様にお目にかかるか
こともあるかもしれません。
　石川病院は大学病院等と比べると小さな病院で
すが、その分職員同士の仲が良く、少ない人員でも
強い連携で日々の業務をこなしております。どうぞこ
れからもよろしくお願いします。

　こんにちは、リハビリテーション科、作業療法士の
水谷  優希（みずたに  ゆうき）です。石川病院で働
き始めて今年で2年目になります。
　出身は愛知県名古屋市です。国立病院機構に就
職し石川病院に配属されたので、実は自分が石川県
で働くとは思っていませんでした。初めは知らない土
地で働く事に不安もありましたが、今は石川病院で
温かいスタッフに囲まれて働けることに幸せを感じ
ています。
　趣味は旅行です。夏季休暇を利用し去年は屋久
島、今年はオーストラリアに行きました。北海道や東
北地方、四国などまだ行ったことのない所が沢山あ
ります。きっと加賀についても知らないことがあると
思います。お勧めの観光地や郷土料理など是非教え
てくださいね。
　院内では病棟や訓練棟
にいることが多いです。私
を見かけましたら、気軽に
声をかけて下さると嬉しい
です。

事務

岸本　英祐
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名勝史跡紹介

国指定天然記念物　栢野の大スギ
◆所在地　加賀市山中温泉栢野町
◆指定年月日　昭和3年11月30日
◆栢野郷の由来（江沼郡誌）
　養老元年（717年）僧泰澄大師白山で修業の時白山神の霊告を受け妙理観世音大
菩薩を拝す。而して栢野郷の霊地を下して妙理観世音大菩薩を祀り大杉は百本に価
するとして栢野寺と号す。白山五院の一院となるその後越前の平泉寺、豊原寺に従い
て天台宗に属するも平安時代に栢野社と称し、加賀越前の交通の霊地として境内の
大杉と共に武士庶民の尊敬を受け特に源氏、平氏、朝倉、富樫の武将参拝す。一向一
揆が織田信長軍に攻められてより過疎化した。
　明治20年3月菅原道真公を併祀して菅原神社と改称して神饌料供進社と指定され
た。
　昭和3年11月30日内務省属託三好学博士の鑑定により文部省より天然記念物とし
て指定せらる。昭和22年10月27日天皇陛下北陸御巡幸に際し天覧の栄を賜る。
◆樹高　約54.8メートル
◆幹囲　11.5メートル
◆樹齢　2300年と云う　　　　　栢野大杉保存会（菅原神社境内内説明看板より）

　今回は、前回に引き続き加賀市４箇所の国指定天然記念物のうち菅原神社境内の
天然記念物のご紹介です。

か や の

あまりの大きさ、幹の
太さにびっくり！！ 写真
ではわかりません。見
てみる価値があります。
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石川病院
NATIONAL HOSPITAL ORGANIZATION
ISHIKAWA NATIONAL HOSPITAL

〒922-0405  石川県加賀市手塚町サ150番地
TEL（0761）74-0700
FAX（0761）74-7642
地域医療連携室 ： FAX（0761）74-0782
E-mail : admin@ isikawa.hosp.go.jp
http://www.hosp.go.jp/~isikawa/

❶
❷
診療受付時間 8:30～11:30（再来患者様は予約制）
専門外来は完全予約制です。予約に関しては外来（代表電話0761-74-0700）までお問い合わせ下さい。

内
　
　
科

専
門
外
来

総 合 診 療 科

循 環 器 内 科

神 経 内 科

内 分 泌 内 科

腎 臓 内 科

一 般 内 科

内視鏡（胃カメラ）

内視鏡（大腸カメラ）

ペースメーカー

もの忘れ外来

フットケア外来

呼 吸 器 科

小 児 科

心 臓 血 管 外 科

消 化 器 外 科

整 形 外 科

一 般 外 科

区　　分 月 火 水 木 金

14:00～16:30

9:00～11:30

池田　芳久

本家　一也

関　　雅博

平野　晃一

五嶋　謙一

津田　基晴

井尻　茂之

北村　和哉

平野　晃一

関　　雅博

吉長　知史

本家　一也

五嶋　謙一

津田　基晴

榎戸　友里

平野　晃一

平野　晃一

本家　一也

平野　晃一

五嶋　謙一

馬場　國男

前田進太郎

平野　晃一

吉長　知史

橋本　　篤

津田　基晴

本家　一也

平野　晃一

津田　基晴

川口　和紀

平野　晃一

吉長　知史

伊藤　弘樹

吉長　知史

本家　一也

関　　雅博

平野　晃一

五嶋　謙一

馬場　國男

平野　晃一

伊藤　弘樹

石田健太郎
森下　哲司

◎外来診療担当医表 平成23年10月1日現在

隔週

神田　享勉山下　尚洋水野　宅郎

　昨日までの暑さが嘘のように、急に冷え込んできましたが、体調を崩してはいませんか。夏から秋への季節
の変わり目は、体調を崩す方も多いため、早寝早起き、腹八分目の食事、適度な運動での体調管理を進めま
す。私も実践し、秋を楽しもうと思います。「たこうまつ」は身近な話題提供をし、親しみの持てる誌面をめざ
しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｙ．Ｔ）

編集
後記

皮膚科

眼　科


